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概要：サービス品質を向上させるためには，「経験と勘」にたよるのではなく観測調査データに基づいた

最適設計ループを継続することが重要である．ところが継続的なデータ収集は現実には困難を伴う．た

とえば観光地は「体験」を売るサービスであるから観光客の回遊行動が基礎的データであるが，合理的

コストで定量的且つ継続的に回遊行動を捕捉する技術はほとんど知られていない．本稿では，観光地な

どで定量的継続的調査を実現する「観光地向け POS(Point of Service)」を提案し，流通業向け POS と比

較しつつ議論する． 
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１．はじめに 

 我々は，サービス産業における生産性向上に

は「最適設計ループ」をサービスの提供現場に埋

め込み，それを繰り返すことが重要であると考え

ている[1]．最適設計ループとは，以下の４つのプ

ロセスを繰り返す業務改善手法である(図 1-1)． 

 

1. サービス現場での受容者(顧客)と提供者の行

動を観測する  

2. 得られたデータを分析する 

3. 分析により得られた客観的根拠に基づいてサ

ービスモデルを設計する 

4. そのサービスモデルを再び現場に適用する 

 最適設計ループはサービス提供現場で継続的に

動く必要がある．「分析」「設計」「適用」は，必要

に応じて実施すればいいが，「観測」は定常的に稼

働していることが，最適設計ループを動かすため

には必要である． 

 

我々の関心の対象である観光地も，最適設計ル

ープの実現によって生産性を向上させることが可

能である．観光地とは「体験」を売るサービスで

あるから[2][3]，顧客が当該観光地内でどのような

体験をしているか（回遊行動）を定量的かつ継続

的に捉えることはサービス品質向上のもっとも基

本的データとなる． では，このようなデータはど

のように取得すればよいのか．本稿ではこの点を

議論する． 

 

2．オープンサービスフィールド 

 我々は，以下のような特徴を持つ一定の地域を

「OSF (Open Service Field)」と呼んでいる． 

1.「一定の地域」には，小規模サービス提供者が

多数存在し，競争的に共存している．各サービス



提供者は対等な関係であって，主従関係はない．

その結果，競争が生じ，経済力にも格差を生じる． 

2.「一定の地域」には，特定の出入口がない．顧

客はどこから来てもどこから帰ってもよい．その

流入・流出を個々のサービス提供者は把握してい

ない． 

このような特徴を持つ「一定の地域」には，た

とえば商店街やショッピングモール，地方観光地

が該当する．これらは OSF である．逆に，複数の

サービスが集まった中を顧客が回遊する地域であ

っても，同一の運営主体のもとで運営されている

場合には OSF には該当しない．著名なテーマパー

クの多くは OSF に該当しない． 

OSF におけるサービスの調査は，単一の企業が

運営するサービスの調査より困難が大きい．その

ひとつには，OSF 全体での合意形成の難しさが挙

げられる．OSF 内に存在する個々のサービス提供

者は一般的に小規模である．また提供するサービ

スも多様である．お互いが共存関係にあるとはい

え，地域全体の調査事業に対しての経済的な負担

感は大きく，多くの場合，自発的な投資は期待で

きない．たとえば国内の多くの観光地にとって観

光客は歩行者でもあるから計測手法として歩行者

流動調査 [4]を用いることになるが，歩行者流動

調査は，通常，人手を介して実施されるので，頻

繁にデータを収集することはコスト的に困難とな

る．GPS を用いたとしても，調査の期間中は大量

の GPS 付き携帯電話等を用意し，充電，配布，回

収を行う必要があり，調査が中長期に及べば地域

の負担は無視できない． 

ところが，調査事業目的ではなく，従来からの

サービス提供をより効率的・効果的にする事業と

みなせるのであれば許容される余地が導きやすい． 

OSF において最適設計ループを実現するために

はこの点への配慮が不可避となる． 

 

3．OSF での中長期継続的定量調査 

OSF での中長期継続的定量調査には「Service 

Survey by Services」が必須である[5]．Service 

Survey by Services（略して SSS）とは，サービ

スの同時性（提供と消費が同時になされる）とい

う特徴に着目し，サービス提供・利用場面におい

てサービス利用に関わるデータをサービスの提供

をするなかで収集し，サービス利用状況を調査す

るという考え方である．データの収集がサービス

の提供に埋め込まれていれば継続的なデータ収集

が可能である． 

｢観光地内を回遊する観光客が，いつ・どこで・

どんなサービスを受けたかを知る｣ということは，

小売店でいえば「消費者がいつ・どこで・どんな

ものを購入したのかを知る」ということに相当す

る．小売店では，このような情報を収集するため

に POS(Point of Sales)システム(販売時点情報管

理システム)が使われる．POS は SSS の具体例で

ある．POS は調査に威力を発揮するシステムであ

るが，調査のため，というより日々のオペレーシ

ョン（サービス提供）をより効率的・効果的にす

る道具として広く認知されている．だとすれば， 

観光地向けの POS(Point of Service，OSF-POS と

略す)という考え方は，ひとつの有望な解となりう

る．以下，流通業向け POS と比較しながら

OSF-POS の要件を検討する． 

 

4. 顧客 ID 

顧客のサービス利用行動を計測するためには，

顧客に ID を配布することが必要である．顧客に

ID を割り振り，顧客がサービスを受けたときに，

ID，時刻，サービス内容等を記録すれば「だれが」

「いつ」「どこで」等のデータを蓄積することがで

きる．流通業向け POS では，顧客 ID を記載する

メディアとしてカード（メンバーズカードやポイ

ントカード等）が利用される．OSF でも一人の顧

客が何度も訪れると期待できる商店街やショッピ

ングモールのようなところでは，カードを配布す

ることができるだろう． 

しかし観光地を訪れる観光客は，その大部分は

まれにしかそこを訪れない．カードの発行はラン



ニングコストを押し上げる．そこで，観光地にお

いてはカードを配るのとは異なる二つのアプロー

チで顧客に ID を配布することを検討しなければ

ならない．ひとつは「券面活用のアプローチ」で

あり，もう一つは「顧客デバイス活用のアプロー

チ」である． 

券面活用のアプローチ 

OSF 内で，ほぼすべての顧客が利用するサービ

ス（ここではそれらをコアサービス(CS; σ1,σ2,

…)と呼ぶ）があるときは，こちらのアプローチは

簡便である． 

(ア) CS があれば(仮にそれをσpとする)，そのσp

を利用する機会に顧客 ID を印字した紙を配布す

る． 

(イ) CS がなければ， 新規にコアサービスσs を作

り出して顧客 ID を印字して配布する． 

ここで，顧客 ID はバーコード等で電子的に読み

取れるようにする．印刷はレシート用紙のような

感熱紙を利用すれば 1 枚あたりのコストはほとん

どかからない．CS はなんでもよい．いくつあって

もよい．もしそのサービスフィールドが「映画館

がたくさん立ち並んでいることを特徴とする地

域」であれば，映画館の入場券が CS に相当する．

たとえば城崎温泉では「外湯めぐり」がもっとも

中心となる観光資源であり，ほぼすべての宿泊客

が宿で外湯入浴券をもらってから街中を歩く．そ

こで城崎温泉ではCSを外湯入浴券とすればよい．

顧客 ID を印字した外湯入浴券を宿で渡すことに

より，顧客に ID を配布できる．  

顧客デバイス活用のアプローチ 

 OSF を訪れる顧客を識別すれば目的は達成で

きるのであるから，すでに顧客が持っている ID を

そのまま活用できればもっとも効率的ともいえる．

たとえば日本では，おサイフケータイ機能を搭載

している携帯電話は出荷台数中 8 割に上る．おサ

イフケータイ搭載の携帯電話に組み込まれた IC

チップの製造番号は公開されているプロトコルに

よって読みだすことができる．同じ IC チップは多

くの非接触 IC カードに採用されており，大手流通

企業が発行する流通系電子マネーが 1 億 6000 万

枚(2010 年 7 月現在)，Edy などの主要電子マネー

6社の発行枚数は 1億 3832万枚(2010年 7月現在)，

Suica や ICOCA など交通系 IC カードが 4823 万

枚(2009 年 3 月現在)と非常に多数が流通しており，

ほとんどの人がなんらかのカードを持っていると

いえる． 

 これらの IC チップの製造番号を，OSF-POS の

顧客 ID と関連付けることで，OSF 内でのサービ

スを受けるときに顧客はチケットなどを持ち歩く

必要がなくなる．たとえば城崎温泉における温泉

めぐりの際も観光客はほぼ必ず自分の携帯電話だ

けは持ち歩くので，顧客デバイス活用アプローチ

は観光客にもメリットのある方法である．具体的

には，宿泊客が外湯めぐりに出発する直前，外湯

入場券を受け取るかわりに自分の持つおサイフケ

ータイまたは非接触 ICカードをOSF-POS端末に

かざせばよい．これにより，非接触 IC カードの番

号が OSF 内で有効な顧客 ID として登録され，外

湯（OSF-POS 端末を備えている）を利用すると

き「外湯券」として利用できるようになる．  

 券面活用のアプローチと顧客デバイス活用のア

プローチは排他的ではない．ただし顧客デバイス

活用のアプローチにはネットワーク環境が必須と

なる．OSF の状況に合わせて，両方を併用して運

営させることが望ましい．  

 

5. ソフトウエアアーキテクチャ 

 SSS の具体化である POS が流通業で用いられ

るのは，小売店において販売時に行われる一連の

処理に組み込まれているからである．OSF-POS

も，サービス提供に組み込まれる必要がある．し

かし OSF 内では多様なサービスが提供されてお

り，しかもそれらは課金するとは限らない．それ

ゆえ流通業向け POS をそのままの状態で

OSF-POS として利用することはできない． 



 

図 2. OSF-POS の実装例 

OSF-POS では，多様なサービスを「権利確認

型サービス」「権利更新型サービス」「スタンプ型

サービス」に分けて把握する． 

権利確認型サービス 

権利確認型サービスとは利用者が持っている券

が有効かどうかを判定してから提供するサービス

である．権利確認型サービスは大量の観光客が

次々と入場し，その後にサービスが提供される施

設で利用される．たとえば映画館や美術館，資料

館など有料の施設は権利確認型サービスであり，

その改札口に OSF-POS が設置される．権利確認

型サービス拠点では，「券面読み取り」「利用権利

確認」「確認結果の出力」の機能が必要である．こ

のタイプのサービスでは，確認速度が一人あたり

1 秒では遅く感じるので，概ね 0.3 秒以内に認証

結果を表示したい．したがって権利確認のために

毎回サーバに問い合わせする方式は適切ではない．

券面に権利確認に必要な情報（有効期限等）が記

載されている場合には問題ないが，顧客デバイス

活用のアプローチをとる場合にはサーバ上のデー

タ（権利者の ID と権利の種類，それぞれの有効期

間）を OSF-POS 上にキャッシュする機構が必要

となる．  

権利更新型サービス 

権利更新型サービスとは，利用のたびに情報を

更新する必要があるサービスである．たとえば電

子マネーは権利内容の変動（デポジット金額を消

費するなど）が発生するたびに情報を更新しなけ

ればならない．流通業向け POS では書き込み可能

なカードを使うことで権利更新型サービスを提供

するものがある．OSF-POS では，ID 配布の制約

から，書き込み可能なメディアを利用できないこ

とが多いと考えられる．そのため，利用のたびに

サーバに権利変動を通知することで権利更新型サ

ービスを実現する必要がある．ただし，ネットワ

ークの回線容量はそれほど重要ではない．たとえ

ば電子マネーでは買物全体の時間が十分に長いの

で，問い合わせの時間は通常は 1 秒～2 秒程度許

容できる．とはいえ，サーバとの通信をできるか

ぎり高速に実施するため，UDP（User Datagram 

Protocol）または TCP（Transmission Control 

Protocol）で１パケットの通信を行うことが望ま

しい． 

 スタンプ型サービス 

スタンプ型サービスとは原則として誰に対しても

提供するサービスのことである．たとえば来店ス

タンプや観光案内（来訪者のリクエスト操作に応

じて音声や映像を表示するサービス）はスタンプ

型サービスとして実施されることが多い．このよ

うなサービスは無人の拠点で提供されることも尐

なくない．多くの拠点で顧客の体験を計測するた

めには，OSF-POS 端末自体でスタンプ型サービ

スを提供できる機能(もしくはサービス提供のト

リガーを出せること)が必要である．音声での観光

案内であれば mp3 の再生機能が必要である．文章

での観光案内であれば印刷機能が必要である．よ

り複雑な表示や動画の再生などが必要な場合は

PC に対して TCP パケットを送信する機能が必要

である． 

以上述べてきた 3 つのタイプのソフトウエアア

ーキテクチャで，入場券，駐車券などのチケット

サービス，ポイントカード，電子マネー・クレジ

ットカードなどのカードサービス，観光案内，ゲ

ーム，スタンプラリー等，OSF で利用される各種

企画を実装することができる．図 2 は兵庫県城崎

温泉に導入されている OSF-POS である．「外湯」



 

図 3. ルート・アンケート例 

「観光案内」等の際に利用されており[6]，2010

年 11 月の時点で 87 か所の宿，7 か所の外湯，2

か所の公共・観光施設に設置・運用されている．  

 

6. 質問調査機能 

観光客がどのような交通手段で来ているのか，

今回の旅行は何泊の予定なのか，などを知りたい

ことがある．このような場合にはアンケート調査

が有効であるが，アンケート用紙の配布・回収に

は人手を必要とする．流通業向け POS とは異なり，

OSF-POS ではこのような調査に利用できる機能

が用意されるべきである．アンケート調査のため

の必要最小限の機能は，顧客 ID を付記したアンケ

ート用紙を印字する機能である．OSF-POS に訪

れた顧客に，その印刷物を渡すことができる．た

だしアンケートに回答するかどうかは顧客の任意

であって，OSF-POS であってもその点は変わら

ない． 

ターゲッティング・アンケート出力 

 特定の人々（たとえば，複数の店舗で合計 4000

円以上買物をした人とか，特定のサービスを体験

した人など）を調査対象としたいことがある．ア

ンケート用紙を特定のターゲットに渡すことは一

般的には困難である．また，OSF 内を回遊する人

に同じアンケートを二度三度と配布してしまうこ

とは効率的とはいえないし，受け取る顧客として

も煩わしい．顧客のプロファイルや履歴に合わせ

てアンケート用紙の印字内容を変更する機能が望

まれる．OSF-POS では権利更新型サービスの一

つとして実装することができる． 

 ルート・アンケート 

 アンケートの形式での調査は，どのような質問

でも可能であるが，回答は手書きで寄せられるこ

とになる．その点，URL を提示するなどで携帯電

話等を通じてアンケート調査する方法はデータ収

集の手段としてはもっとも効率がよいが，アンケ

ートの対象者を『携帯電話を所有している者であ

って，携帯電話を通じてアンケートに回答するこ

とができる者』に限定することになり，観光客の

調査として母集団が適切かどうかを検討しなけれ

ばならない． 

 OSF-POS は，このようなときに効果的な手段

を提供する可能性がある．たとえば性別属性を調

べたいとき，トイレや温泉の脱衣所に設置された

OSF-POS に ID を触れるよう誘導すれば，その ID

を持っている人の性別属性は明らかになる．年齢

属性や性格属性なども OSF-POS に割り当てる質

問次第で属性をただちに察知することができるよ

うになる．図 3 は城崎温泉の外湯入場口で性別属

性を取得するよう男女別に設置された OSF-POS

である． 

 

7. 回遊データの用途 

 統計処理による活用 

OSF-POS によってリアルタイムに多くの観光

客の行動を集めることができる．このデータはた

とえば「現在混んでいる観光スポットはどこか」

を示している．観光客への混雑情報提供は，顧客

満足度の向上に貢献する． 

顧客の移動を OD 行列（Origin-Destination 行

列）に表現して活用できるので，蓄積されたデー

タからサービス拠点の今後の混雑を予測すること

ができる．また，OD 行列は顧客の移動の確率で

もあるから，たとえば指定の夕食時間に宿に戻っ

てこない宿泊者の ID を入力すれば最後にあらわ

れたサービス拠点がわかるとともに，そこから戻

るまでの予測時間とその確率がわかる．食事提供



のために待機している仲居さんの効率的配置に資

する． 

観光客に人気の回遊コースランキングを知るこ

とができる．「あなたと同じタイプの方はほかにこ

んな体験にチャレンジしています」といった提示

をすることにより，回遊行動を促すことが期待さ

れる． 

このほか，回遊経路とアンケート調査の組み合

わせで様々なフィードバックを得ることができる．  

集客イベント評価 

 OSF-POS を利用すれば，集客イベントの開催

されている日だけでなく，イベントを開催する時

間帯での観光客のサービス利用状況を見ることが

できる．これにより，イベントの効果によって宿

泊者数がどのように変化しているか，店舗への売

上がどのように影響を受けているか等を分析する

ことができる． 

数値目標の設定 

OSF-POS のデータは，街づくりの戦略立案の

際の数値目標設定に貢献する．たとえば「一人当

たりの購買店舗数」が 1.9 店舗であることが判明

したとすると，来年度は2.0店舗に向上させよう，

といった数値目標を設定することができる．この

ような数値目標はサービス生産性の向上にもっと

も重要な役割を果たす． 

 

8. 営業機密・プライバシーの論点 

 単一の企業が POSを導入する場合，自社の営業

上の秘密について考える必要はない．しかしサー

ビス提供情報を OSF 内で共有することになれば，

各店舗の売上高など，一般には公開しない情報が

公開されてしまうことにつながるという懸念が生

じる．現在では個々の店舗の営業上の秘密を保持

する観点から，次のように運用している．(1)店舗

ごとの売上データの閲覧は当該店舗に限定する．

(2) 宿での外湯券発券数は宿泊者数とは連動させ

ない．(3)自店舗の顧客の行動データと統計処理さ

れた結果は Web 上で参照できる．顧客はユニーク

な ID で検索できるが，どの顧客がどの番号かは保

持しない．(4) OSF-POS を運営する主体（たとえ

ば街づくり NPO など）は，すべてのデータにア

クセスできる(電子マネーの集金や支払いを担当

するから)． 

しかし，たとえば「自分と同規模の他店と，売

り上げ伸び率はどう違うだろうか」など，比較を

したいことがあるが，現時点ではこの機能を利用

するときは運営主体を通じてデータの開示を求め

る運用になっているにとどまる．データ活用の観

点からは，OSF のデータは OSF で共有できるよ

う合意形成していくことが望ましいだろう． 

 

9．おわりに 

 サービス品質向上のために観光地でも定量的継

続的顧客回遊行動調査を行うことが必要である．

本稿では，観光地のような OSF（オープンサービ

スフィールド）では SSS(サービスサーベイバイサ

ービス)の考え方が必須であることを指摘すると

ともに，OSF-POS(観光地向け POS)の考え方を検討

した．具体化された OSF-POSは兵庫県城崎温泉で

実運用を開始している．今後，蓄積されたデータ

を効果的に活用するための技術開発を進める予定

である． 
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